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１１月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまから11月臨時教育委員会を開催いたします。  

 本日の会議録署名委員に御喜田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 議案審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 47号の取り扱いにつ

いてお諮りいたします。 

 議案第47号「八尾市生涯学習センターの指定管理者指定の期間変更の市議会議案提出の

件」につきましては、関係資料が八尾市情報公開条例の規定により、公開可能な時期が来

るまでは非公開とすべき文書となりますので、本件にかかわる審議は非公開としたいと思

います。委員の皆様、それでよろしいでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第47号につきましては、非公

開で審議することといたします。  

 

{議案審議} 

 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入ります。 

 まず、議案第44号「八尾市立特別支援学校設置条例廃止について市議会議案提出の件」

について審議いたします。  

 提案理由を式教育政策課長より説明願います。 

 

【式教育政策課長】 それでは、議案第44号「八尾市立特別支援学校設置条例廃止につい
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て市議会議案提出の件」について、ご説明申し上げます。  

 障がい児教育に関しましては、従来の「特殊教育」が「特別支援教育」に改められるな

ど、制度が大きく転換するとともに、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ムの構築を目指して、さまざまな法令改正が進められてきました。  

 本市においても、障がいのある幼児、児童、生徒の教育の充実を図るとともに、その支

援体制づくりを通して、全ての子どもたちが「共に学び、共に生きる」教育を進め、障が

い児(者)理解教育の充実に取り組んできたところでございます。 

 一方、本市の小中学校の支援学級在籍者数が増加する反面、重度重複の肢体不自由の障

がいのある子どもが在籍する市立特別支援学校では、平成 24年度からの４年間、小学部の

入学者がおらず、平成 28年度には小学部が０名、中学部が２名となっておりました。  

 このような状況を踏まえ、平成28年２月に「八尾市における特別支援教育の推進と市立

特別支援学校についての考え方について」として報告を取りまとめ、市立特別支援学校に

ついては、入学者の募集を停止し、その後閉校することが望ましいとの方向性をお示しし

たところです。  

 これらを踏まえ、平成29年度から同校の入学者募集を停止しており、今年度末には、現

在在籍している中学３年生１名が卒業し、在籍者がなくなることから、同生徒の卒業をも

って閉校することとし、条例の廃止を行うものでございます。  

 それでは、条例案をごらんください。  

 今回の条例におきましては、八尾市立特別支援学校設置条例を廃止する旨を規定し、施

行は平成31年４月１日を考えております。  

 以上、甚だ簡単な説明でありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、質疑をお願いし

たいと思います。  

 

【御喜田委員】 市立特別支援学校の閉校についてご提案いただいているんですが、今の

説明にもあったように、支援学級に通っている子どもたちの数が増加傾向にあると聞きま

した。ここ数年の府立の支援学校への、八尾市の子どもたちの入学状況や支援学級の在籍

状況、またそのニーズについて、就学相談の状況も含めて教えていただけますでしょうか。  

 

【塚本教育センター所長】  府立支援学校の入学の状況、また支援学級の在籍児童、生徒

の状況でございますが、委員ご指摘のとおり、この３年間で支援学級の在籍児童、生徒は

増加しておる傾向でございます。具体的に申しますと、この３年間で小学校では 215人増

加しまして643人、また中学校におきましては 50人増えまして211人となっております。  

 また、一方で府立支援学校への進学につきましてですけども、こちらは増加傾向という

ことではなく、ほぼ横ばいという状況が続いております。ですので、地域の学校への就学

が今進んでいるという状況にございます。  

 また、就学相談につきましても、相談に来られるケースが増えている状況で、その相談

の内容につきましても最近多様化しているというところで、今後も子どもの状況、保護者

のニーズ等を聞き取る相談体制をつくっていきたいと考えているところでございます。  
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【中山教育長】 御喜田委員、いかがですか。  

 

【御喜田委員】 今、説明していただいたんですが、それらの状況やニーズについて、今

後の見込みはどのように考えておられるのかということと、またこの市立特別支援学校を

閉校して問題はないのかということを教えていただけますか。  

 

【塚本教育センター所長】  今後も支援学級への入級ということについては、変わらない

状況が続くと見込んでおります。地域へ就学するということにつきましては、地域の学校

で受けとめて育てていくという体制をつくっていくということが必要だと考えております

ので、ソフト面、またハード面もあわせて充実をしていく必要があると考えているところ

でございます。  

 また、支援学校の閉校についてでございますけれども、支援学校に就学が適当と見られ

る生徒につきましても、地域で受けとめていくインクルーシブ教育の観点からも、地域で

の支援教育を充実していくということが重要と考えております。  

 また、このことにつきましては、就学相談を通じて先ほども申しましたように、子ども

の状況、また保護者のニーズを受けとめながら、学校と連携しながら支援教育の充実を図

ってまいりたいと考えております。ですので、支援学校のこれまでの取り組みを教育セン

ターで継承していきまして、市内へ波及させていきながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。  

 

【中山教育長】 御喜田委員、よろしいですか。  

 ほかの委員の皆様。 

 

【水野委員】  今、教育センターで受けとめていくという話はあったんですけれども、市

立特別支援学校を閉校するということで、この間、保護者また関係団体等の反応や受けと

めについて、教えていただければ  

 

【式教育政策課長】 平成28年の４月以降、保護者の方や各種団体に対しまして、八尾市

における特別支援教育の推進と市立特別支援学校についての基本的な考え方に基づきまし

て、教育委員会の考え方をご説明をさせていただいているところでございます。説明会に

つきましては、28年の４月から５月初旬までの間で、八尾市障がい児者問題協議会を初め

といたしまして、合計４団体にご説明をさせていただいたところでございます。  

 いただいた主なご意見といたしましては、小学部の入学者がゼロ人という現状では、募

集停止につきましてはやむを得ないのかなというところのご意見もいただいているところ

ではございますが、今後また閉校になった場合に、閉校までの間も地域の学校との交流を

しっかりしてほしいというご意見であったり、特別支援教育の推進につきましても、市立

特別支援学校で培われた経験であるとか取り組みについて、各学校にも引き継いでもらい

たいというご意見、それと一方で府立の藤井寺支援学校のように、たくさん友だちの中で

多くの刺激を受けながら過ごしていく、教育を受けられる環境が望ましいのではないかと

いったようなご意見を頂戴したところでございます。  
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 そういったところから、29年度からの入学者の募集につきましては、一定のご理解を得

られたと考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  この市立特別支援学校の閉校について、一般的なお答えは出

ているかと思うんですが、重度重複障害の子どもたちが通っていたということがあって、

それが閉校されということで、その役割は今後どう引き継がれていくのか、府立へ行って

くださいで終わりにはならないだろうと思うんですね。その子どもたちを含めて、インク

ルーシブ教育の話が出ているんですが、今後インクルーシブ教育はどういう重点の置き方

をするのか、どうなっていくのかお聞かせ願いたいと思います。  

 

【塚本教育センター所長】  これまで市立特別支援学校におきましては、市内の小中学校

に在籍しております支援学級の子どもたちへの支援の方法であったり、理学療法士による

機能訓練等の巡回相談、また教材提供等、市内における支援教育のリーダー的存在として

牽引していただいたという役割がございました。その内容につきまして、教育センターで

取り組みを進め、引き継いでいきたいと考えております。教育センターにおきましては、

既に相談機能もございますし、学級設置の担当であるということ、また介助員、それから

特別支援教育支援員の配置も行っております。その中で、具体的に子どもたちにどんな支

援が必要か、また機能訓練とでどのような指導が必要かというところについても、引き続

き、支援を行っていきたいと考えております。  

 また、あわせて施設整備に関しても、各学校における状況等を把握した上で改善を図っ

てまいりたいと考えております。  

 また、教職員研修もセンターで実施はしますので、支援教育に関する研修も含めて、総

合的に支援教育の充実を図ってまいりたいと考えております。そのことを通じて、インク

ルーシブ教育の充実、推進をしてまいりたいと考えております。  

 また、各学校において保護者との連携等も必要になっておりますので、支援を要する子

どもたちが地域でしっかり教育を受けられる体制をつくってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。  

 

【中山教育長】 木下職務代理、いかがですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  今ので答えは出ているのかと思うんですが、インクルーシブ

教育の推進について、一般的に教員研修をして、教員の啓蒙を図るということもあると思

うんですが、専門性の高い教員の配置についてはどうお考えでしょうか。  

 

【塚本教育センター所長】 特別支援教育における専門性につきましては、まず、子ども

たちの中に医療的なケアを必要とする児童、生徒がおりますので、その子どもたちに対し

ては看護師を配置するということで、取り組んでおります。  

 また、具体的に学校生活の中で生活介助が必要なお子さんに対しても、介助員を配置す
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るということで、子どもたちの学校生活がスムーズに進むように配置をしております。  

 また、あわせて具体的な学習活動において、支援が必要というお子さんもおられますの

で、こちらは教員免許を有した特別支援教育支援員を配置することで、さまざまな側面か

ら子どもたちの学校生活をサポートしていきたいと考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 いかがですか。  

  

【水野委員】  今、ご説明がありましたのはいわゆるインクルーシブ教育を担う特別なニ

ーズのある子どもに対するケアというお話だったんですけれども、一方で教職員の専門性

が非常に重要で、集団づくりの中でいかに個別支援をしていくか、先ほどもお話がありま

した、非常に多くの人数の子どもたちが対象になっていく中で、集団づくりそのものも変

わっていかざるを得ないところもありますし、そういうところで教職員の専門性の向上と

いうところをお聞かせいただければと思います。 

 

【塚本教育センター所長】  インクルーシブ教育の推進を担う形での職員の研修等ですけ

れども、まず初任者、３年目の経験者の研修の中で、全ての教員を対象に通常学級の集団

の中でのこども理解を深めるための特別支援教育研修を実施しております。  

 また、各学校には特別支援教育コーディネーターを配置し校内の特別支援教育を推進す

るとともに、コーディネーター向けには更なる専門性の向上のための研修を実施しており

ます。 

 また、教育センターから、理学療法士や心理士等の特別支援教育推進の専門家チームを

学校へ派遣する形で、肢体不自由の子どもへの機能訓練や発達障害等の子どもの障がいの

状態に会った指導について指導助言をして教職員の専門性を高めているところでございま

す。 

 また、市内に現在通級指導教室を５校設置しております。その担当者はリーディングス

タッフとして八尾市のインクルーシブ教育、特別支援教育を推進していく核となる人員と

いうことで、配置をいたしております。このリーディングスタッフが、市内の教職員向け

に公開授業等を実施することで教職員の資質向上に努めております。  

今後も、それぞれの教員の専門性の向上を図る形で、支援教育を推進してまいりたいと

考えているところでございます。  

 

【中山教育長】実際にもうやってもらっていますよね。  

 

【水野委員】  例えば松阪市のような、教室の環境整備をすることで問題行動が減るとい

った先進的な事例があります、もちろんやっていただいていることは重々わかるんですが、

例えば授業づくりとか、そういうことも実は非常にリンクしていることなので、そのあた

り、すごく授業が構造的にうまい先生ってニーズのある子どもたちもすくい上げて、イン

クルーシブに授業展開をされていると思うんですね。ですので、そういう先生方を激励す

るみたいなシステムがあったらとってもいいなと、頑張っている先生方がたくさんいるの

で、常日頃、いろんな形で八尾市の授業を見にいかせてもらっていますけど、いつもとて
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も感心していますので、一言つけ加えさせていただきます。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 ほかにございませんでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  人的なインクルーシブ教育を推進するための人的な専門性の

ある教員をこれからも輩出していくということがあるんですが、今、水野委員の話もあり

ましたように、人的な補償だけではだめなんで、物的な環境がやっぱり要るんですよね。

オープンな事業をしようと思えばオープンな事業ができる環境というのが要るので、イン

クルーシブ教育推進に当たりまして、必要な基礎的な環境整備というんですか、それはど

う取り組んでこられて、これから取り組んでいこうとされているのか、お聞きできればと

思います。  

 

【式教育政策課長】 特別支援教育の推進にかかわりまして、人的なソフト部分だけでな

くてハード的な部分の対応がということでございます。いわゆる特別支援教育の推進に当

たっての基礎的な環境整備といたしまして、ハード的な部分でも、これまでも学校内での

移動であったり、排せつといった部分で、日常生活が安心して送れるようにということで、

例えば階段昇降機を設置させていただいたりとか、あと多目的トイレ、それと手すりの整

備ということを、必要な施設改修であろうということで、これまでも取り組みを進めさせ

ていただいているところでございます。  

 校舎のまた改築等のタイミングに合わせて、エレベーターを設置するといったようなこ

とも、引き続きハード面の対応としては今後も進めさせていただきたいと考えているとこ

ろでございます。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  ぜひ、多様な子どもたちを含めて、オープンな事業が展開し

ていけるように、恐らく教室へ車椅子を入れるとかいうようなことも考える必要は今後あ

るんだろうと思いますので、ぜひ今後よろしくお願いしたいと思います。  

 

【中山教育長】 ほかにございませんか。 

 

【村本委員】  閉校後の市立特別支援学校の跡地についてですが、現在、隣にいちょう学

園がありますが、今後、障害者施策として活用していかれるつもりなのでしょうか。教え

ていただきたいと思います。  

 

【式教育政策課長】 市立特別支援学校の跡地の活用というところでございますけども、

現在のところ、今後教育委員会で活用する予定というのはございません。その上で、市長

部局も含めた庁内全体において、今、いちょう学園がというところもございましたけれど

も、今後の障害者施策への活用というところも視野に入れながら、検討がされていくもの
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と考えてございます。  

 

【村本委員】  わかりました、ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様、質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、質疑ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第44号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 全委員異議なしと認めます。よって議案第 44号「八尾市立特別支援学校設置条例廃止に

ついて市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第 45号「八尾市立幼稚園設置条例一部改正等について市議会議案提出

の件」について審議いたします。  

 提案理由を式教育政策課長より説明願います。  

 

【式教育政策課長】 それでは、議案第45号「八尾市立幼稚園設置条例一部改正等につい

て市議会議案提出の件」について、ご説明申し上げます。  

 平成27年８月に策定いたしました就学前施設における教育・保育と子育て支援計画、公

立の認定こども園の整備においては、公立の幼稚園、保育所を新たな幼保連携型認定こど

も園に再編することとしており、平成 30年３月には八尾市立認定こども園条例が制定され

るとともに、平成31年度に向け、５つの公立の認定こども園として整備を進めてきたとこ

ろです。  

 市立幼稚園につきましては、同計画に基づき認定こども園への引継園を指定しており、

引継園以外の園については、平成 30年度末をもって廃園することとしており、関連した条

例整備を行うものでございます。 

 それでは、条例案をごらんください。  

 今回の条例改正におきましては、まず、第１条として八尾市立幼稚園 19園のうち、用和、

龍華、南高安幼稚園を除く16園について、設置条例の本則の表から削除を行うものです。  

 次に、第２条として、八尾市立幼稚園設置条例、八尾市立幼稚園保育料等に関する条例、

八尾市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び手当等に関する条例、八尾市立幼稚園の教

育職員の退職手当に関する条例の４条例を廃止するものです。  

 附則としまして、この条例改正の施行日を平成 31年４月１日とし、条例第２条及び附則

第２項から第４項及び第６項から第７項までを、平成 33年４月１日の施行日と規定するも

のです。  

 また、附則の第２項から第７項において、所要の整備を行うものでありますが、附則第

２号において八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の廃止に伴う経過措置を、第５項にお

いて八尾市立幼稚園から市立認定こども園等へ異動する現在の幼稚園教員に対する現給保

障等の規定を行うものです。  
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 なお、附則第５項は開園する認定こども園等への人事異動に対応するため、平成 31年４

月１日を施行日とするものです。  

 以上、甚だ簡単な説明でありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、この件につい

て質疑ございますでしょうか。 

 

【村本委員】  これまでの公立幼稚園廃止に向けた取り組みの経過及び現時点での状況に

ついて、教えていただけますか。  

 

【式教育政策課長】 これまでの取り組み経過、現時点での状況についてでございますけ

れども、少子化や子どもを取り巻く環境変化の中で、減少する幼稚園の園児数であったり、

教育ニーズの多様化ということを受けまして、平成 22年度に八尾市幼稚園審議会から幼稚

園、保育所がそれぞれの専門知識、技術を共有して質の高い保育、教育を提供する施設を

検討するよう求めるご答申をいただいているところでございます。  

 これを踏まえまして、平成 27年８月に就学前施設における教育・保育と子育て支援計画

を策定いたしまして、こども未来部と連携しながら望ましい教育環境を確保しつつ、取り

組みを着実に進めさせていただいているところでございます。  

 この計画の中では、平成30年度末をもって全園を廃止するということになってございま

すけれども、幼児教育の集団規模を確保する観点から、先行して八尾、北山本、西山本の

幼稚園を平成 29年度から休園措置という形にさせていただいているところでございます。  

 また、31年４月の公立認定こども園の移行に万全を期すために、龍華、用和、南高安幼

稚園の３園につきましては、平成32年度末までの延長を行ったところでございます。現在、

31年４月に公立認定こども園５園の開園と、公立保育所、幼稚園の廃止に向けて万全の体

制でソフト面、ハード面ともに取り組みを進めているところでございます。  

 

【中山教育長】 村本委員、いかがでしょうか。  

 

【村本委員】  わかりました。続けてお尋ねしますけれども、八尾市立幼稚園設置条例の

改正ということですが、今回の提案は継続３園を除く 16園を平成31年の３月末に、３園を

平成33年３月末に閉園するということでよろしいのでしょうか。  

 

【式教育政策課長】 平成31年度から５つの公立認定こども園が開園するという中で、委

員お示しのように、龍華、用和、南高安の３園については全ての子どもを受け入れていく

ために万全を期す中で、平成 32年度末まで延長するとさせていただいたところでございま

して、この３園を除く 16園につきましては平成31年３月末の閉園というところで、今回ご

提案させていただいている、条例の中でも第１条で規定をさせていただいているところで

ございます。  

 第２条で、この32年度末まで延長する３園につきましても、平成 33年３月末に廃止する

という形で規定をさせていただいているところでございます。あわせて、その条例附則に
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おいて、それぞれの施行期日及び改正の必要なものの条例を規定しているという形にさせ

ていただいているところでございます。  

 

【村本委員】  わかりました、ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  今の質疑で確認されたんですが、市立幼稚園が 33年３月で全

てなくなるということですね。これまで教育委員会は公立幼稚園の認定こども園への再編

に向けて取り組んできていると思うんですが、この間の取り組みが計画どおり順調にいっ

ているのかどうか、それからこの条例廃止のところでも書かれているように、現職の教職

員の方々の身分が変わっていくことへの取り組みもあると思うんです。ですので、認定こ

ども園の開設に向けて物的にどう進んでいるのかということと、移行に際して、幼稚園の

先生方含めて教職員の方々に対してどのような取り組みをされていて、それは順調にいっ

ているのかどうかの進行状況をお聞かせ願えたらと思います。  

 

【式教育政策課長】 計画に基づく取り組みについてというところでございます。教育委

員会といたしましては、公立幼稚園の認定こども園の再編についてというところで、全て

の子どもの健やかな育ちと子育て支援を充実するということに向けまして、こども未来部

とも連携をしながら庁内で、教育委員会も含め庁内でも議論を重ね、判断をさせてきた、

してきたところでございます。この方向性とか計画に沿って、進めていく中で、先ほど申

し上げましたような移行期への配慮として３園を延長するといったことであったりとか、

子ども、保護者にも寄り添いながらこの間対応に努めてきたところでございます。  

 また、こども未来部での２号、３号の認定の保育ニーズにつきましても、公・民の積極

的な取り組みによりまして、保育の受け入れ枠の確保策も講じていくといった形で、現在

計画に沿って、取り組みを進めさせていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 続いてもう一つの質問、教職員の身分等々についてお願いします。  

 

【木下教育総務部参事】 失礼します。幼稚園で勤務する幼稚園教諭につきましては、認

定こども園開園に伴って、市長部局の教育委員会事務局から市長部局に出向し保育教諭と

いう新たな職種となり勤務する形になります。この間の勤務条件であったり、どのように

なるかというのを、関係部局、こども未来部と教育委員会事務局で情報を共有しながら、

明らかになった部分については随時管理職等を通して園に情報提供しているところです。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 はい、お願いします。 

 

【木下教育長職務代理者】  公立の認定こども園開園に向けて進む中で、最近、私立の認
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定こども園についてテレビ放送でいろんな問題が出ているんですが、そういう時期にこれ

は杞憂かもしれませんが、幼稚園を廃園していって大丈夫なんでしょうかということがあ

ります。  

 

【式教育政策課長】 市内の民間の認定こども園の休園に関係して、テレビ報道等がなさ

れたところでございますが、現在も休園に伴う在園児の受け入れ等の措置をこども未来部

が中心となりまして、市を挙げて検討を対応させていただいているところでございます。

市として在園児の保育の保障に万全を期して対応していくということで、それと公立認定

こども園計画につきましても、先ほど申し上げましたような形で順調に進んでいるという

ところで、この公立幼稚園の廃止につきましても影響はないものと考えているところでご

ざいます。こども未来部におきまして、市としてもこういった認定こども園、今回報道で

上げられているような部分につきましても、保護者や園児の状況に寄り添いまして、しっ

かりと対応を進めているところでございます。  

 

【中山教育長】 副教育長、お願いします。  

 

【吉川副教育長】  木下職務代理者から、民間の認定こども園の報道の件が心配なのでは

ないかという話がございました。そのテレビ報道については、市を挙げて今対応している

ところでございます。  

 今回のこの幼稚園の廃止につきましては、そもそも冒頭議案の説明のところでも触れさ

せていただきましたけども、これまでの保育所、幼稚園のいろんな課題をやはり統合する

ことによって、子どもにとって望ましい教育環境を市を挙げてつくっていこうということ

で、今認定こども園化計画の推進に取り組んでおるところでございます。子どもにとって

もいい形で教育環境を育てていきたいですし、保護者にとっても就労の形態の違いによっ

て子どもたちの教育環境が変わるというのも、課題として一つあるということで、こうい

う計画に取り組んでおるところでございます。この間、公私ともに 36園の認定こども園で

子どもたちを受け入れていこうということで、もともとの計画がある中で、現在約 39認定

こども園の整備を精力的に進めて、全ての子どもたちを受け入れる形の計画を進めておる

ところでございます。  

 先ほど出ておりました民間の認定こども園の閉鎖に伴う問題につきましては、これは緊

急的な対応として今、市を挙げてその受け入れについて具体的に計画し、対応策に取り組

んでおるところでございますので、これは精力的に引き続き市長部局と連携をして取り組

んでいきたいと思います。  

この間、いろいろこの件につきましては保護者不安というのがテレビ報道も含めまして

ございました。ただ、これを教育委員会、あるいは市長部局とも、この計画は間違いがな

いんだということで、大きな理念を抱えながら進めてきたところでございます。現状も、

計画どおり進んでおるんだという形でご答弁をさせていただいております。その状況の中

で、今回こういう形の提案をさせていただいたところでございます。  

 今後、精力的に市長部局とともに教育委員会も一緒になって、保護者の不安の解消に努

めていきたいと思っております。そういう意味で、当時、百瀨元教育委員から市として教
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育委員会として、理念を掲げて取り組んでおり、大きな方向性に間違いがないということ

であるのであれば、粛々とぶれずに取り組んでいく必要があるだろうというお言葉をいた

だいておりました。教育委員会、事務局としてはそういう形で粛々とぶれずに対応してい

きたいと思いますので、委員の各皆様もテレビ報道がある中ですけれども、あえて答弁と

させていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 テレビ報道というのは影響力があって、市民の皆様の不安をかき立てて

いる部分があるんですが、今、副教育長からもあったように、私たちはぶれずに計画にの

っとって粛々と八尾の子どもたちの将来を見据えて今後も続けていかなければならないで

すし、その一環として今日のこの議案があるのではないかと思っているところです。  

 

【木下教育長職務代理者】  認定こども園への移行に向けて、全面的に八尾市の保育教育

をやっていくんだということで、非常に力強い意気込みをお聞かせいただき、ありがとう

ございました。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。  

 ほかにございませんか 

 

【御喜田委員】 来年度開園するということで、公立の認定こども園において今回初めて

１号認定の３歳児募集が実施されて、多くの応募があったと聞いています。先ほど副教育

長も意気込みを熱心に語られましたが、今後幼児教育の視点から、教育委員会としてその

３歳児の子どもたちも含め、公立の認定こども園の教育にどのようにかかわっていくのか

教えていただきたいと思います。 

 

【中山教育長】 初めて１号認定の３歳児が募集されたということもあります。この件に

関してお願いします。  

 

【式教育政策課長】 まず、私から今回初めての１号認定の３歳児募集の状況につきまし

て、ご答弁させていただきたいと思います。  

 公立認定こども園の募集につきましては、３歳児の１号認定分につきましては、５園い

ずれも抽せんによる決定となってございます。４歳児につきましては、１園で抽せんを実

施したという状況になってございます。４歳児についても、２次募集を終えまして、定員

に満たない安中と志紀の認定こども園、それと幼稚園３園につきましては、随時募集を行

いまして、抽選から外れた３歳児については子育て支援課において私立園への申し込みな

ど、丁寧な相談と対応に取り組みをさせていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 もう一点、幼児教育の視点からということでお願いします。  

 

【塚本教育センター所長】  幼児教育の観点からの教育委員会としてのかかわりについて

でございますけれども、公立幼稚園につきましては、これまでも長年指定園を指定しまし
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て、幼児教育を進めてまいりました。とりわけ、このこども園の開園に向けた２年間につ

きましては、その開園に向けて幼稚園だけではなく、保育園の先生方とも共同で研究を進

めていくということで、特にこども園開園に向けた研究ということで、体制を整えてまい

りました。  

 その中で、教育・保育内容の共同研究や整備内容についても検討してまいりました。そ

れに当たりましては、こども未来部と教育委員会、それからまた保育所と幼稚園の連携と

いうことで進めてまいりました。  

 開園後につきましては、これまでの幼稚園における幼児教育、またこの２年間で培って

きました共同研究における成果を生かしながら、認定こども園における保育、教育・保育

の質の向上を図ってまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 どうでしょうか、御喜田委員。  

 

【御喜田委員】 ありがとうございます。今、公立の幼稚園で長年培ってきた教育内容で

しっかりやっていきたいと思いますと言っていただいたんですが、今年度５歳児のみの運

営となっている園もあると思うんです。集団規模の確保の観点から、どのような取り組み

を実施されたのか、教えていただけますか。  

 

【式教育政策課長】 今年度、５歳児のみの運営となっている園につきましては、各園の

さまざまな行事等を活用して、積極的に他園との交流を実施していただいております。そ

ういった中で、集団規模等に配慮した保育を実施していただいているところでございまし

て、教育委員会といたしましても、その部分につきまして各園でやっていただくさまざま

な行事の実施につきまして、サポートさせていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

  

【水野委員】  非常に転換期ということで、いろんなことが起こってくるなと考えている

んですけど、一つは小学校目線で考えていくと、小学校へのスムーズな移行ということが

今非常に課題となっており、教育委員会で就学前施設と小学校との連携とか、幼保の取り

組みなどを今まで進めてこられたわけですけども、今後、新しい形になっていったときに、

小学校へのスムーズな移行についてどう教育委員会で取り組んでいこうとされているのか

について、お尋ねしたいと思います。  

 

【式教育政策課長】 就学前とそれから小学校への接続についてという取り組みについて

でございますけども、就学前施設ですね、小学校との接続、連携につきましては大変重要

なものであると教育委員会としても認識をしているところでございます。そういった中で、

市内の公立、私立の就学前施設、それと公立の小学校の教職員を対象といたしまして、幼

保小合同研修会というものを開催させていただいておりまして、接続期のそれぞれの課題、

それと状況等があろうかと思いますので、そういった部分の把握を相互に行っていただく

とともに、小学校での授業見学であったり、学校教員による就学前施設での保育体験、そ
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れと中学校区を基本としてグループワークをやっていただいたりという交流をその中でし

ていただきまして、お互いの理解を深めていただいていると、そういう取り組みをさせて

いただいてございます。就学前教育・保育実践の手引きであったり、接続期における教

育・保育実践の手引きといったものも作成をしておりまして、市内の就学前施設や小学校

のほうにも配布をさせていただいておりまして、日々の教育や保育に生かしていただきた

いということで、配布をさせていただいているところでございます。  

 それと、今回統一日で、前年度から実施をさせていただいております小学校の一斉授業

見学といった取り組みもさせていただいておりまして、たくさんの就学前の施設から入学

をされるというのが今日の状況でございますので、そういった状況を踏まえて小学校入学

前の児童、それと保護者の方々が入学する学校で平等に見学できる機会ということで設け

させていただいており、29年度から実施をさせていただいているところでございます。教

育委員会といたしましても、公立幼稚園が、また保育所が認定こども園に移行して再編を

されたとしても、引き続き就学前施設と小学校のスムーズな移行であったり連携といった

部分につきましては、最大限配慮させていただいて、取り組みを引き続き進めさせていた

だきたいと考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 就学前の施設から統一日で小学校の体験をするというのは、本当にいい

取り組みが去年できたなと私どもも思っているところです。  

 

【水野委員】  かなり前ですけども、私自身もそうでしたが、第１子のときの幼稚園から

小学校というのは、保護者もかなり不安が高いんですよね。どこに行っていたかというこ

とで、なかなか友だちが少ないとかということも現実的にはあって、先生方もそうだし、

保護者との交流もそういう形で生まれてくれば不安も少なくなるので、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。  

 

【中山教育長】 かつては大半が同じ幼稚園から上がってきた子で、あと数名が違うとこ

ろからというような状況だったんですけれども、先ほど副教育長の話にもあったように、

保護者の方の就労の形が変わってから、本当に１学級の中でもかなりの数の就学前施設か

ら集まってきて、１年生を形成するということに現在なっているので、こうして統一日に

会えるというのは保護者の方の安心につながっていくかと思っています。  

 何かほかにございますか。 

  

【御喜田委員】 今、水野委員から就学前施設と小学校へのスムーズな移行はどうかかわ

ってきたかという質問で、すごく丁寧にかかわっておられるという報告を受けました。  

 私からは、公立の認定こども園の開園に向けて、幼稚園の先生と保育園の先生が同じ場

所でこれから子どもたちにかかわっていく中で、幼稚園の文化と保育園の文化、それぞれ

あると思うんですが、その寄り添い方、今まで公立認定こども園を新しく開園するに当た

って、幼稚園、保育園それぞれで連携して取り組んでこられたことなどを具体的に教えて

いただきたいなと思います。  
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【塚本教育センター所長】  こども園開園に向けた保育所と幼稚園のかかわりですけれど

も、先ほども申しましたように、研究体制を整えていくということで、この２年間は連携

を進めて、共同研究を進めてまいりました。その中で、幼稚園の先生が保育園へ、また保

育園の先生が幼稚園へということで、お互いの保育を見学し合って、実際の保育の場面を

見ていくということで、まず連携を進めております。  

 また、教育・保育内容以外にも、年間行事予定であったり、持ち物、それから服装等に

ついてもさまざまな違いもございますので、それも共有しながら、認定こども園に向けて

どのような体制をつくっていくのかということについても協議をしているところでござい

ます。 

 また、子どもにつきましても、この間４歳児を中心としまして、引継園の間で月１回の

交流を持つということで、環境が変わったとしても新しい環境で過ごせるような取り組み

を進めているということでございます。  

 また、先ほど申しました年間行事や持ち物等につきましても、これから、保護者の皆様

にも説明をしていく機会が出てくるかと思いますので、その説明に内容の差が出ないよう

に、しっかり連携協力を図りながら、その情報の統制といいますか、均一化を図って、保

護者への発信をしていきたいと考えるところでございます。  

 

【中山教育長】 かなり細かいところまで詰めていただく形で、来年の４月に向けて今進

んでいるというところです。よろしいでしょうか。  

 ほかにございませんか。  

 

【水野委員】  少し気になっているんですけども、八尾市の市立の幼稚園で働いていた先

生方の勤務労働条件というか、保育所の保育士さんとの待遇との違いとか、そのあたりに

ついてお聞かせください。  

 

【木下教育総務部参事】 先ほどと一部重なるところがあると思いますが、幼稚園の教諭、

それから保育所の保育士も新たに保育教諭ということで、認定こども園で勤務することに

なります。  

 給与面ですが、これまでの保育士と同じ、八尾市の一般行政職員の給料表の適用という

ことに変わりますので、今適用されている給料表であったり手当等は少し変更になってし

まう部分はありますけれども、そのあたりについては丁寧に説明しながら、制度移行によ

る影響を最小限にとどめる対応をしてまいりたいと思っています。  

 

【中山教育長】 それも今、詰めているところだという理解をしていただけたら。  

 

【水野委員】  そうですね、少し変更を生じていくということなんですけど、教員の組合

との協議とか交渉とか、このあたりについても気になるので教えていただけたら幸いです。  

 

【中山教育長】 教職員組合との詰めということで、いかがですか。 
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【木下教育総務部参事】 教職員組合とは、公立の認定こども園を開園するという話が出

た時点から、勤務条件等について、ここ数年協議を重ねてきているところがあります。特

に今も申し上げましたけれども、給料の件であったり、そういうような処遇についてを中

心に、こちらから提示して、交渉を繰り返し行ってきたところです。  

 今年度、８月30日に一定教職員組合とそういった労働条件については妥結に至ったとい

うような経緯をとっております。  

 

【中山教育長】 ほかに、この件につきまして質疑ありましたらお願いします。よろしい

ですか。 

 それでは、ないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第45号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第 45号「八尾市立幼稚園設置条

例一部改正等について市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次に、議案第46号「八尾市教育職員の給料等の額の特例に関する条例制定について市議

会議案提出の件」について審議いたします。  

 提案理由を木下教育総務部参事より説明願います。  

 

【木下教育総務部参事】 それでは、ただいま議案となりました議案第 46号「八尾市教育

職員の給料等の額の特例に関する条例制定について市議会議案提出の件」につきまして、

ご説明いたします。  

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第６号の規定により、委員会の

議決を求めるもので、八尾市教育職員の給料等の額の特例に関する条例を制定するにつき、

市議会に議案を提出する必要があり、本案を提出するものです。  

 それでは、お手元の条例案をごらんください。  

 まず、第１条におきましては条例の趣旨を、それから第２条につきましては対象となる

教員の定義をしております。それから第３条におきましては、給料等に関する特例の内容

を規定するもので、本市に勤務する教育職員につきましては府の例によるということとす

るものになります。  

 また、第４条におきましては、規則に委任する旨を定めるとともに、附則におきまして

関係条例において所要の整備を実施するものです。  

 なお、本条例の施行日につきましては、平成 31年４月１日としております。  

 以上、甚だ簡潔ではありますけれども、提案理由の説明とさせていただきます。よろし

くご審議賜りますようお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、この件につい

て何かありませんでしょうか。  
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【村本委員】  この条例がなぜ必要なのか教えていただけますか。  

 

【木下教育総務部参事】 今まで八尾市の教育職員の給与につきましては、八尾市立幼稚

園に勤務する教育職員の給料及び手当等に関する条例を適用して、大阪府の教育職員の例

によるものとしておりましたが、今回その条例は平成 32年度末をもって廃止することとな

りますので、その条例廃止にさきがけ八尾市の教育職員の給料条例として整備することと

なった次第でございます。  

 

【村本委員】  わかりました。ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 ほかにこの件で質疑ございますか。 

 

【御喜田委員】 新たに条例を制定するという議案なんですが、現在八尾市教育委員会の

中で今回の提案の対象となる職員の人数や現在の配置先を教えていただきたいのと、また

その方たちがどのような職務をされているのかも教えてください。  

 

【木下教育総務部参事】 八尾市の教育職員の中でも、特に教育委員会事務局に勤めてい

る指導主事と呼ばれる職種の者が中心になります。教育センターであったり指導課であっ

たり、私が所属する総務人事課もそうですが、現在対象者は 40名在籍している形になりま

す。指導主事という職であったり、それから主査という補職で勤めている者もおります。  

 主な職務についてですが、教育委員会の事務局で学校教育にかかわる専門的な事項の指

導であったり助言であったり、また児童生徒に対する学習支援、また学校に対する支援活

動、それから生涯学習にかかわるような職務を担っている者もおります。先ほども例に出

しましたが、例えば教育センターであれば市内の教職員への研修であったり、家庭からの

教育相談であったり、また学校園等のＩＣＴ環境の整備などの業務を行っています。そう

いった者が対象になります。  

 

【木下教育長職務代理者】  確認ですが、今回提案されている対象者というのは、公立学

校で教員をされていた方たちだと思うんですね。その人事異動にかかわる問題もあるのか

なと思うんですね。先月でしたか、人事異動の基本方針が出されていますけれども、今後

そういう形で基本方針に従って人事異動されたときも対象になっていくと考えてよろしい

んでしょうか。  

 

【木下教育総務部参事】 今、職務代理が言っていただいたそのとおりになります。先月、

議決していただきました来年度の八尾市の学校園の教職員の人事基本方針にも、人事異動

に当たっていろんな教育活動を経験できるように、教育委員会事務局等も含めた多様な人

事交流を推進するということが明記されています。また、市の教育委員会事務局への割愛

と呼びますが、私も含めて、そういった者については府の給与体系に準拠するという記載

もありますので、それを担保する形の条例になっているのは事実でございます。  
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【中山教育長】 今、割愛という言葉が出たんですけれども、教育職は学校現場とこうい

う事務局等に行ったり来たりする者もおりますので、しっかりとその部分を担保する条例

を今回立てるということで、理解していただければと思いますが。  

  

【水野委員】  割愛という話だったんですけど、学校現場も先ほどの特別支援の話もあり

ましたし、非常に多様なニーズのある子どもたちが在籍していて、それを指導する教員を

指導・支援する指導主事の先生方というのは非常に、働き方改革がなかなか進まないとい

うか、遅く帰ってきてもいつも電気がついている状況があると思うんですけど、割愛をし

て教育委員会に異動することで負担がさらに増えるということになったときに、報酬面で

遜色があっては、すごく苦労されているというところで、士気にかかわるということもあ

るので、そのあたりは十分配慮はしていただくようにお願いいたします。  

 

【木下教育総務部参事】 大変ありがたいご指摘だなと思っております。働き方改革とい

う部分は、それはそれでしっかりと受けとめて、また対応していかないといけないと思っ

ていますし、給与面での部分のご質問ということでさせていただくと、本当に今後のとい

うか、八尾市の人事異動や人事交流にも大きく影響する部分だと認識をしておりますので、

基本的には大阪府に勤務する教職員、つまり学校現場や大阪府の教育委員会事務局にいる

ような職員に準ずる給与体系となるよう、今回提案させていただいておりますので、そこ

はご理解いただいたらと思います。  

 

【中山教育長】 質疑、よろしいですか。  

 それでは、質疑も尽きたようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第46号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第46号「八尾市教育職員の給

料等の額の特例に関する条例制定について市議会議案提出の件」について、原案どおり可

決いたしました。  

 公開の議事は以上ですが、この際ですので、教育委員の皆様、または事務局から何か連

絡等々ございませんか。よろしいですか。  

 ないようですので、以上をもちまして、公開の議事は終了いたしました。  

 なお、議案第47号についての審議は、冒頭にお諮りいたしましたとおり、非公開で行い

ます。 

 

(以下、非公開審議 ) 

 

【中山教育長】では、議案第47号「八尾市生涯学習センターの指定管理者指定の期間変更

の市議会議案提出の件」について審議いたします。  

 提案理由を南生涯学習スポーツ課長より説明願います。  
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【南生涯学習スポーツ課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 47号「八尾市

生涯学習センターの指定管理者指定の期間変更の市議会議案提出の件」につきましてご説

明申し上げます。  

 本件につきましては、八尾市生涯学習センターの指定管理者の指定の期間を変更するに

ついて市議会に議案提出するにつき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第６

号の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。  

 管理を行わせる施設としては、八尾市旭ヶ丘五丁目 85番地の16に所在いたします八尾市

生涯学習センターであり、指定管理者は、八尾市光町二丁目40番地八尾市文化会館内の公

益財団法人八尾市文化振興事業団、理事長原正憲であります。  

 変更する指定期間といたしましては、現在の指定期間が平成 26年４月１日から平成31年

３月31日まででありますが、これを平成 26年４月１日から平成32年３月31日に改めるもの

であります。  

 それでは、お手元配付の資料①、八尾市生涯学習センターの指定期間の延長についてに

沿って、ご説明申し上げます。  

 まず、１、指定期間延長の理由でありますが、平成６年にオープンした八尾市生涯学習

センターについては、利用開始以降、市民の生涯学習に対する需要の変化・多様化、そし

て社会環境の変化が生じており、それらを踏まえて、施設機能やサービスのあり方につい

て検討を進めるため、現在の指定管理者を１年間延長するものであります。  

 次に、２、指定期間延長の手続の経過といたしましては、本年６月の文教常任委員協議

会でご報告いたしました後、教育委員協議会、社会教育委員会議などにおいても報告を行

い、その後、現指定管理者から次年度の１年間の事業計画書の提出を受け、３、評価方法

にありますとおり、資料②の名簿にあります八尾市教育委員会指定管理者選定委員会にお

いて、資料③の指定期間延長に係る評価指針に照らして、現指定期間中の管理運営状況及

び、延長期間における事業計画書等の評価を行ったところであります。  

 ４、評価結果といたしましては、資料④、指定管理者事業計画書等評価点集計表のとお

り、総得点400点中247点を獲得したことから、延長の指定期間においても引き続き指定管

理業務を担い得ると評価されております。  

 資料⑤については、選定委員会における現指定管理者の講評としてまとめたものであり

ます。 

 なお、参考までに資料⑥、現指定管理者からの事業計画書を、資料⑦には、現指定管理

者から前回の選定時に提出されました事業計画概要書をつけております。  

 以上、甚だ簡単雑多な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 この間、生涯学習センターの指定管理者指定の期間変更については、事

務局から報告等々も受けておりますし、協議も重ねてきた形で今日を迎えているわけです

けれども、今日提案いただいた分に関して質疑等々忌憚ないご意見いただけたらと思いま

す。 

 まず、もう１年延長で見ていただくんですけれども、評価点の集計が400点満点で247点、

６割ということで受けていただくことになるんですが、この件に関してもう確定はできる
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んですけれども、事務局から何か意見等々ありますか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回、選定の委員の方々におきましては、これまでの事業

の実績と、来年度１年間の事業計画書をもとに、総合的に評価いただいております。この

集計表を見ますと、400点中247と、61.8％の得点率であったと。それでも内訳を見ていき

ますと、生涯学習センターの本来のある業務である、１の分野であったり２の分野やサー

ビス面においては、厳しい点数になって、非常に厳しい評価をいただいておるというとこ

ろがあります。その選定委員の意見をいただきますと、これまでの事業実績の中で、本来

生涯学習センターが果たすべき役割をどこまで担えているのかどうかと。それと、講座の

受講者数のニーズというところが照らし合わせても、これまでも課題がある講座を、応募

状況についても課題がある講座というものが引き続き事業として計画されているというと

ころについて、厳しく評価されているのかなと思っております。我々としては、去年の指

定管理業務におけるモニタリングでも、我々も厳しい評価をさせていただいたところがあ

ります。  

 それらを含めて、今年度の 1年間、施設のあり方を検討する中で、指定管理業務がどう

こうじゃなくて、その施設自体をどうしていくべきなのかというところを原点に立ち返っ

て、施設のあり方を検討し、有効に市民に使っていただけるような施設となることをめざ

して、指定管理者の選定に入っていきたいなと思っています。  

 

【中山教育長】 ということも踏まえての今日の議案なんですけれども、いかがでしょう

か。 

 事務局としては、今のニーズに本当に合っているのかどうかも含めて、延長した中で将

来の形を見ていきたいということもあったわけですね。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  選定委員会の中では、基本的にこの１年間延長というのは

指定管理者も大きく方針を変えるということではなくて、現状これまでやってきた考え方、

方針、事業内容を継続するというのが前提にございますので、一定こういう事業計画が上

がるのも仕方ない部分もあるのかなと思っております。  

 今後、今までの５年間、それと今回のモニタリングであったり、選定委員の評価を含め

て来年は選定に入っていきたいと思っています。 

 

【中山教育長】 議案そのものがこの１年の延長に関してのこの指定管理者についてとい

うことなんですが、いかがなものでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  この１年間の延長ということで、恐らくこの生涯学習センタ

ーへの市民のニーズと、現在のセンターのありようというのに若干のずれがあるんだと理

解はしました。ですので、ぜひこの１年間で、どういう形で市民のニーズにこたえる形に

変更できるのかというのを、ぜひ根本的に検討していただけたらと思います。  

 

【中山教育長】 そうしましたら、その件につきましては事務局で検討を進めていくとい
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うことでよろしくお願いします。  

 ほかに質疑等、ありませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、ないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第47号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 47号「八尾市生涯学習セン

ターの指定管理者指定の期間変更の市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いた

しました。  

 以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。  

 それでは、 11月臨時教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


